
基町環境護岸

太田川キャラクター
「ゴギちゃん」

「清流といえば太田川といわれたいね！」をキャッチフレーズ
に、４市３町の協力を得て、太田川水系３１河川において、
クリーン太田川実行委員会の主催により、７月２４日（日）に
公衆衛生推進協議会、企業、自治会等約１２，０００人の
皆さまに参加いただき河川清掃を実施いたしました。

令和４年度クリーン太田川
河川一斉清掃実施！！

お子さんも
ご参加！

Instagram・Twitterも是非ご覧下さい！

Instagram
Twitter

https://twitter.com/mlit_ootagawa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ootagawa2022/




ご協力ありがとうございました！！



～令和４年度クリーン太田川 感謝状贈呈～

井仁自治会
ひろしま歩け歩け協会

長くクリーン太田川に参加し、河川の美化にご協力頂いている２団体に対し、クリーン
太田川実行委員会から感謝状の贈呈を行いました。



令和４年度　クリーン太田川　参加団体
(参加団体１３８団体のうち、同意を頂いた団体のみ掲載しています)

団　体　名 清　掃　場　所 清　掃　箇　所

河　川　名
せせらぎ会 第１古川 吉ノ口橋から八木梅林橋までの間

太田川漁業協同組合　亀山地区 太田川 河戸から柳瀬まで

NPO法人ひろしま歩け歩け協会　 旧太田川太田川 三篠川から南大橋までの間

広島県明るい社会づくり運動連絡会
安佐北･南区

太田川 安佐大橋河川敷駐車場から上流1kmまでの間

中国電力㈱西部水力センター 太田川 太田川橋から太田川発電所までの間

株式会社シーエム・エンジニアリング  旧太田川 三篠川から横川橋までの間

（一社）建設コンサルタンツ協会中国支部河川委員会 太田川放水路 太田川三滝橋から己斐橋上流までの間

太田川下流安全協議会　 太田川 安佐大橋から高瀬大橋までの間

中国電力㈱西部水力センター安芸太田事務所 滝山川 滝山川滝本ダム下流から五輪橋までの間

西日本高速道路サービス中国株式会社 猿猴川 エールエールA館裏から大正橋までの間（両岸）

三井ボランティアネットワーク事業団中国支部 旧太田川・元安川 広島平和公園から河川敷周辺までの間

株式会社東芝　中国支社 旧太田川 太田川空鞘橋から北大橋までの間

ポップラ・ペアレンツ・クラブ 太田川本川 ポップラから空鞘橋までの間

沼田建設株式会社 根谷川 新川橋から根谷川橋までの間

公益社団法人　広島県隊友会　安佐支部 太田川 安佐大橋から約500m下流までの間

公益社団法人　広島県隊友会　西部支部 太田川 己斐橋から新己斐橋までの間

公益社団法人　広島県隊友会　広島中支部 元安川 平和公園から三篠橋までの間

あおみ建設株式会社　中国支店 太田川放水路 新竜王橋（左岸）から山手橋までの間

みらい建設工業株式会社　中国支店 元安川 元安橋（左岸）から平和大橋（左岸）までの間

日本振興株式会社 旧太田川 北大橋から大芝橋までの間

株式会社　熊谷組　中四国支店 元安川 新明治橋から平和大橋までの間

株式会社新東コンサルタント 旧太田川 北大橋から大芝橋までの間

広島サバゲ倶楽部 太田川 可部南ヘリポートから新太田川橋東詰までの間

株式会社ティーネットジャパン 太田川放水路 右岸新竜王橋から三滝橋までの間

広島県信用農業協同組合連合会（ＪＡ広島信連） 元安川 大手町から南千田町までの間

エコロジー研究会ひろしま 太田川放水路 己斐橋から新己斐橋までの間

サークル ウィンズ 太田川放水路 己斐橋から高速４号までの間

日本無線株式会社中国支店 旧太田川 空鞘橋から三篠橋までの間

株式会社荒谷建設コンサルタント 旧太田川 右岸吉島橋から河口付近

都市環境整備株式会社 旧太田川 空鞘橋東から相生橋東までの間
相生橋西から空鞘橋西までの間

株式会社淺沼組　広島支店 太田川放水路 新竜王橋から山手橋までの間

アイサワ工業株式会社　広島支店 太田川放水路 新竜王橋から山手橋までの間

安佐北区安佐町久地　宇賀・瀬谷自治会 太田川 宇賀大橋から野冠・宇賀地区境界までの間

株式会社ソルコム 京橋川 御幸橋から下水処理場までの間

西松建設株式会社　中国支店 旧太田川 空鞘橋から三篠橋までの間

株式会社福田組　広島営業所 太田川放水路 新竜王橋から山手橋までの間

株式会社鴻池組　広島支店 太田川放水路 新竜王橋から山手橋までの間

株式会社ニコニコ 旧太田川 空鞘橋から平和大橋までの間

丸紅株式会社 京橋川猿候川

ダイキンエアテクノ㈱中国支店 太田川放水路東岸 三滝橋から祇園大橋までの間

日本コムシス株式会社中国支店 旧太田川 空蝉橋から北大橋までの間

広島経済大学興動館太田川キレイキレイプロジェクト 太田川 祇園大橋から三滝橋までの間

㈱アクアシステム 旧太田川 空鞘橋から相生橋東までの間相生橋西から空鞘橋西までの間

山崎製パン株式会社　広島工場 太田川 デイリー山崎裏から太田川橋までの間

ひろしまSUPクラブ 旧太田川 本川から

RiverDo 基町川辺コンソーシアム 本川 空鞘橋から相生橋までの間

東急建設株式会社　広島支店 太田川放水路 新竜王橋から山手橋までの間

中電技術コンサルタント株式会社 旧太田川 空鞘橋から相生橋までの間

株式会社砂原組 太田川 新太田川橋（右岸）から安佐南区八木９丁目（右岸）までの間

西日本高速道路パトロール中国株式会社　千代田基地 根谷川 可部２－３５から新川橋

株式会社フィッシュフレンズ 太田川 広島西大橋から新己斐橋までの間

株式会社コアズ　広島支社 元安川 平和大橋から万代橋

ＮＴＴドコモ中国グループ 元安川 新明治橋左岸から平和大橋左岸平和大橋右岸、万代橋右岸から万代橋左岸（ドコモ大手町ビル～元安川～ドコモ大手町ビルまでの間）

富士通㈱中国支社 旧太田川 左岸原爆ドームから三篠橋までの間

株式会社シンギ 旧太田川 空鞘橋から相生橋までの間

株式会社シンコー 猿猴川 猿猴川第一公園から新大洲橋までの間

広島ガス株式会社 元安川 元安橋から平和大橋までの間

広島県飲食業生活衛生同業組合広島市支部 旧太田川 空鞘橋から相生橋までの間

公益社団法人広島ビルメンテナンス協会 旧太田川 本川橋から本川橋までの間

マツダ株式会社
太田川
府中大川

空鞘橋から西平和大橋
新石尻橋西詰から鶴江橋西詰までの間

今吉田自治会
イマヨシダジチカイ

小河内川 万代池から別府橋までの間
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吉木川 上阿坂から田中橋までの間
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吉木川 本郷井堰から戸坂橋までの間

岩見路川 山本明士様宅から岩見路橋までの間

上石川 吉沖から志路原川までの間

大手町三丁目町内会 元安川 平和大橋～万代橋

大手町四丁目町内会 元安川 万代橋～新明治橋

吉島東学区公衆衛生推進協議会 元安川右岸 吉島東小学校正門から広島市環境局中工場までの間

広瀬地区公衆衛生推進協議会
本川
天満川

空鞘橋西詰から横川新橋までの間
中広大橋～横川新橋
広瀬橋～中広大橋

神崎学区公衆衛生推進協議会

本川
天満川

西平和大橋～新住吉橋
新住吉橋～舟入第三公園
緑大橋～新観音橋
新観音橋～舟入白鳩公園

舟入学区公衆衛生推進協議会 旧太田川
天満川

舟入橋～吉島橋
西川口～昭和大橋

南区公衆衛生推進協議会 京橋川 比治山下電停前～平野橋

天満・中広地区公衆衛生推進協議会 天満川 広電天満橋～中広中学校(右岸)

高速4号線～己斐橋(左岸)

己斐橋～新己斐橋(左岸)

己斐学区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 己斐橋～旭橋(右岸)

古田学区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 庚午橋～旭橋の中間点(右岸)

庚午北学区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 旭橋西～庚午橋の中間点(右岸)

草津・庚午南地区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 庚午橋～観月橋(右岸)

鈴が峰学区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 河口から

井口台学区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 河口から扇町二丁目

井口明神学区公衆衛生推進協議会 太田川放水路 河口（草津港）から扇二丁目

原南学区公衆衛生推進協議会 太田川 祇園大橋～祇園新橋

志屋学区公衆衛生推進協議会 栄堂川 上志路～古屋

狩小川学区公衆衛生推進協議会 湯坂川 湯坂川～三篠川

深川学区公衆衛生推進協議会 三篠川 一の瀬橋～根谷川合流点

倉掛学区公衆衛生推進協議会
三篠川
太田川

合流点から深川橋南詰までの間

口田東学区公衆衛生推進協議会 太田川 安佐大橋～矢口水門

口田学区公衆衛生推進協議会 太田川 矢口川水門～戸坂境界

可部学区公衆衛生推進協議会 根谷川 高松橋～上原橋

久地地区公衆衛生推進協議会 吉山川 吉山川～太田川流域及び支流

久日市町内会公衆衛生推進委員 太田川 安水橋～久日市部落下

津伏町内会 太田川 中電津伏ダム～津伏橋

湯来町宇佐町内会 太田川 ﾕｰﾒｯｸｽ沖～ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ噂の下

琴
キンショウシンワカイ

庄親和会

福島地区公衆衛生推進協議会 太田川放水路




